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会長氏名 会長職業分類 会長電話 会長ＦＡＸ
幹事氏名 幹事職業分類 幹事電話 幹事ＦＡＸ

河合　淳 石油販売 640-8272 和歌山市砂山南2-5-12 河合石油㈱ 073-427-1114 073-432-7188
川村　克人 石油輸送 641-0033 和歌山市松ケ丘2-6-25 ㈱ｲｰｽﾄｱｼﾞｱ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 073-422-3227 073-422-3229
長崎　靖彦 病院長 643-0007 有田郡湯浅町吉川52-6 0737-63-5561 0737-62-3420
竹林　晃男 農学教育 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-2 近畿大学附属農場 0737-62-2953 0737-62-5629
中野　康宏 内科 643-0021 有田郡吉備町下津野275-1 0737-52-6201 0737-53-2027
平松　一彦 日本酒醸造 643-0021 有田郡吉備町下津野438 0737-52-2009 0737-52-2509
東別府　平一朗 建築 583-0026 藤井寺市春日丘3-13-27 0729-39-3198 0729-39-2163
白川　耕由 不動産 639-0202 北葛城郡上牧町桜ケ丘2-28-9 0745-32-7346 0729-54-6265
杉本　佳謙 船舶バルブ製造 583-0012 藤井寺市道明寺5-4-8 0729-55-1231 0729-54-2928
浦山　正太郎 損害保険 583-0033 藤井寺市小山6-1-6 0729-39-7012 0729-38-7021
古久保　恭一 水産物加工 644-0002 御坊市薗377 0738-22-6955 0738-22-6957
古久保　泰男 建築設計 644-0002 御坊市薗344-7 0738-22-6058 0738-23-5598
塩路　昌雄 結婚式場 649-1342 御坊市藤田町吉田604 0738-23-4601 0738-23-4602
尾崎　達哉 行政書士 644-0002 御坊市薗350-28御坊商工会館内 0738-22-1579 0738-22-0742
喜多　英隆 薬局 644-0001 御坊市御坊240 0738-23-2623 0738-23-2630
稲田　好信 事務機販売 649-1342 御坊市藤田町吉田433 イナダ 0738-22-7101 0738-23-4155
新谷　和夫 建築設計 583-0853 羽曳野市栄町6-16 0729-58-5257 0729-58-5257
畑田　美雄 不動産賃貸 583-0874 羽曳野市郡戸3 0729-39-2248 0729-39-2466
星野　映子 自動車整備 592-0005 高石市千代田3-6-3 星野自動車整備工場 072-261-1863 072-261-2496
高岩　弘至 税理士 592-0003 高石市東羽衣3-8-1-301 高岩税理士事務所 072-264-1516 072-264-5459
木村　利弘 建築材料販売 599-0204 阪南市鳥取1164 0724-71-9663 0724-71-3018
上野　賢二 土地家屋調査士 599-0202 阪南市下出262-41 0724-73-3112 0724-73-3112
谷口　善志郎 呉服商 648-0064 橋本市橋本1-7-13 0736-32-4000 0736-32-3111
平井孝幸 材木製造 648-0037 橋本市賢堂1050 0736-32-0360 0736-34-0714
森井　嘉春 炭化繊維製造 649-7202 伊都郡高野口町伏原122 0736-42-2562 0736-42-0208
妙中　清剛 人絹織物製造 649-7206 伊都郡高野口町向島193 0736-42-3170 0736-43-2803
平岩　正進 税理士 649-6245 那賀郡岩出町中島23-13 0736-62-2481 0736-63-2314
内山　昭 幼稚園 640-0422 那賀郡貴志川町岸小野207 あおば幼稚園 0736-64-9514 0736-64-9604
逵　俊一郎 司法書士 590-0144 堺市赤坂台4-8-14 0722-99-5766 0722-99-5766
岡　照二 綿織布 594-1151 和泉市唐国町3-3-5 0725-54-0031 0725-54-0031
相澤　仁 プラスチック製品製造 594-1111 和泉市光明台3-28-7 0725-56-0895 0725-56-7251
中川　秀彰 電気工事業 594-0074 和泉市小田町20-7 0725-46-3009 0725-44-7328
加藤　万純 衣料製造 596-0822 岸和田市額原町275 0724-45-0300 0724-45-0300
藤原　重行 建築設計士 595-0072 泉大津市松之浜町1-10-25 0725-21-3881 0725-21-3881
西　薫 精密研磨軸製造 597-0094 貝塚市二色南町7‐13 0724-31-6121 0724-33-3319
甚野　治 タオル晒 598-0034 泉佐野市長滝1539 0724-65-0353
玉置　尚徳 歯科医 642-0023 海南市重根170 073-487-0521 073-487-0521
沖殿　正博 菓子卸業 642-0002 海南市日方1139-13 073-482-4030 073-483-3907
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宇恵　弘純 バス事業 642-0001 海南市船尾200-2 大十㈱ 073-482-1688 073-482-8483
小椋　孝一 一般廃物処理業 640-1121 海草郡野上町下佐々70-2 073-489-3041 073-489-3838
川嶋　寛昭 外科 642-0001 海南市船尾264-2 073-483-1033 073-483-1855
神出　勝治 建築設計 642-0033 海南市鳥居39 073-482-1584 073-483-0404
福原　弌 精神病院（シニア） 597-0023 貝塚市福田150 0724-23-0339 0724-23-0339
松村　明治 石製品製造配布 597-0021 貝塚市小瀬579 0724-22-4087 0724-22-4827
藤田　修 電気設備 597-0043 貝塚市橋本625 0724-31-5004 0724-31-1897
西納　智 ガソリンスタンド 597-0033 貝塚市半田657 0724-28-6222 0724-28-6222
川上　寛一 ガス器具販売（シニア） 598-0042 泉佐野市西本町15-3 0724-63-3001 0724-64-6201
田中　洋 税理士 590-0452 熊取町山の手台1-5-13 0724-64-2400 0724-64-2401
谷　洋治 工具 586-0072 河内長野市滝畑148-1 0721-64-9215 0721-64-9215
土井　昭 保育園 586-0042 河内長野市日東町5-8 0721-65-6508 0721-65-6528
武藤　久三 給配水工事（シニアアクチブ） 586-0091 河内長野市北貴望ケ丘1-21 0721-54-2650 0721-54-2650
山口　征一 インテリア卸業 586-0012 河内長野市菊水町5-8 0721-53-1279 06-6644-4468
中山　堯之 耳鼻咽喉科医 596-0006 岸和田市春木若松町5-7 0724-22-3777 0724-22-0124
雪本　清登志 土石窯業 596-0001 岸和田市磯上町2-19-20 0724-39-6695 0724-33-2135
山口　英之 内科 596-0105 岸和田市内畑町933-1 0724-79-0026 0724-79-0026
津田　和一 事務用品卸 597-0014 貝塚市津田南町22-22 0724-31-5553 0724-36-0349
善野　菊雄 菓子卸 596-0825 岸和田市土生町4107 0724-22-7964 0724-37-9634
奥田　武生 旅行業 649-6604 那賀郡那賀町西野山293 0736-75-3351 0724-30-0121
望月　満慶 測量 581-0006 八尾市清水町1-1-18 望月建築測量事務所 0729-22-0222 0729-22-8187
岸田　重吉 合成樹脂加工販売 596-0078 岸和田市南上町2-38-5 ㈱キシプラ 0724-32-9687 0724-32-4663
榎本　文博 宅地建物取引業 649-6631 那賀郡那賀町名手市場1281 0736-75-3570 0736-75-5112
福岡　重弘 総合建設業 649-6605 那賀郡那賀町江川中471 0736-75-2186 0736-75-5244
中本　芳也 観光事業 648-0211 伊都郡高野町高野山765 0736-56-2024 0736-56-4432
森　寛勝 内科医 648-0211 伊都郡高野町高野山605 0736-56-2131 0736-56-4688
矢倉　甚兵衛 林業 649-3503 西牟婁郡串本町串本274 0735-62-0008 0735-62-0343
竹田　秀樹 建築設計 649-3503 西牟婁郡串本町串本2019-3 0736-62-2085
落合　良生 原子力部品加工 580-0003 松原市一津屋4-3-23 072-334-3310 072-334-3310
和田　一義 レストラン 583-0881 羽曳野市島泉2-4-6 0729-55-0427
横内　健 鉄骨工事業 547-0014 大阪市平野区長吉川辺4-2-1 072-332-9510 072-335-2681
北里　登 電気･空調設備 580-0012 松原市立部2-578 072-331-0698 072-333-8109
高比良　栄八 建築設計 587-0022 南河内郡美原町平尾2425-12 072-362-0187 072-362-0962
堀之内　等 自動車修理 639-0254 香芝市関屋北7丁目11-10 07457-7-4841 072-362-7575
柳川　弘 税理士 649-5171 東牟婁郡太地町太地357 0735-59-2526 0735-59-3000
濱　修一 保険代理業 649-5142 那智勝浦町下里775-20 0735-58-1573 0735-58-1524
壺井　義統 陶芸 589-0005 大阪狭山市狭山4-2496 072-365-0070 072-365-0070
辻本　雅一 外科医 584-0076 富田林市青葉丘12 072-365-1790 072-360-2227
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目　岩男 口腔外科医 598-0021 泉佐野市日根野2614-3 0724-68-0550 0724-68-0692
濱本　覚 クリーニング 598-0055 泉佐野市若宮町8-15 0724-62-3316 0724-62-5541
成瀬　寿一 弁護士 530-0047 北区西天満2-10-2幸田ﾋﾞﾙ12階 06-6364-2147 06-6364-2147
黒川　眞男 和菓子製造 550-0013 大阪市西区新町3-4-3 06-6532-5460 06-6532-4178
岡本　勝士 経営コンサルタント 594-1111 和泉市光明台2-49-10 0725-56-6141 0725-56-6141
南口　利美 内科医 591-8037 堺市百舌鳥赤畑町4-329 072-259-2425 072-259-2425
市平　一 建築設計 591-8032 堺市百舌鳥梅町3-22-4 072-252-0370 072-252-0548
中村　清嗣 眼鏡商 591-8044 堺市中長尾町3-1-20 072-253-7301 072-253-8727
小田垣　英一 自転車部品製造 590-0957 堺市中之町西1-1-7㈱オーツヤ 072-229-6907 072-228-3822
森　末充 陸上運送 599-8111 堺市日置荘北町3-15-38丸高運送㈱ 072-287-1102 072-287-1393
比楽　卓郎 紡毛紡績 590-0132 堺市原山台5-16-1 072-297-5571 072-297-2085
阪井　祥博 外装工事 590-0026 堺市向陵西町4-11-7 072-233-0654 072-238-8899
池田　茂雄 税理士 599-8116 堺市野尻町70-95 072-285-8946 072-285-8946
山ノ内　修一 社会保険労務士 592-8342 堺市浜寺船尾町西4-523-66 072-262-1872 072-265-8533
森田　敬典 食品販売 591-8037 堺市百舌鳥赤畑町5-356 072-252-2474 072-259-9595
富永　泰示 写真家 593-8328 堺市鳳北町2-35 072-262-0348 072-262-7359
鎌田　稔 合成樹脂製造 593-8303 堺市上野芝向ケ丘町4-6-23 072-277-3420 072-277-9692
西谷　稔 プラスチック機械加工 584-0084 富田林市桜ケ丘町15-1-613 0721-26-3090
本郷　善之助 綿布染色 599-8266 堺市毛穴町312 本郷染工㈱ 072-271-0456 072-271-3523
中川　清一 綿布捺染 599-8266 堺市毛穴町22-1 太泉晒染工業㈱ 072-272-0765 072-273-0321
辻野　嘉人 不動産管理 599-0201 阪南市尾崎町86-1辻野開発㈱ 0724-72-2500 0724-72-2511
宮田　和義 経営コンサルタント 592-0003 高石市東羽衣3-1-13ﾏｯｸﾋﾞﾙ2F ﾏｲｸﾛｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 072-265-2086 072-265-6802
楠本　健一 賃清掃用具 590-0124 堺市畑135 072-297-0834 072-258-1200
大仲　広司 話し方学院 590-0151 堺市小代337 072-295-1018 072-254-4187
木寺　克彦 小児科 593-8312 堺市草部1349-3 072-272-1313 072-272-1313
樋川　純一 モータープール 599-8253 堺市深阪540 072-234-1019 072-234-1019
高橋　幸也 精神神経科 590-0105 堺市竹城台1丁1-2 072-297-2453 072-291-7080
藤本　彰 衛生設備工事 599-8265 堺市八田西町2丁18-10 072-279-3855 072-277-8666
吉村　博勝 神道 599-8114 堺市日置荘西町759 072-285-2431 072-285-6262
中田　義一 生花業 599-8233 堺市大野芝町293 072-235-0878 072-235-8787
山本　昇三 獣医科 590-0521 泉南市樽井2-16-5 0724-82-6644 0724-82-6604
北浦　信 食料品製造 590-0521 泉南市樽井2-27-1 0724-84-2381
杉本　義和 貸衣裳 647-0004 新宮市大橋通3-2-4杉本衣裳店 0735-22-3535 0735-22-0561
植　稔 包装資材販売 647-0011 新宮市下本町2-3-4㈲ウエオリ 0735-22-2986 0735-21-6837
三谷　涛美 外科医 649-2211 西牟婁郡白浜町1400 三谷医院 0739-42-3606 0739-43-5832
片田　和雄 印刷 649-2211 西牟婁郡白浜町945-3 紀南印刷 0739-42-3523 0739-43-3800
萬野　俊史 公認会計士 595-0805 忠岡町忠岡東1-22-13 0725-21-3477 0725-21-3478
福屋　雄一 建築設計（建築士） 595-0804 忠岡町馬瀬1-10-7 0725-22-2889 0725-22-9882
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石香　亨 宗教（浄土真宗） 583-0843 羽曳野市通法寺79 0729-56-1673 0729-56-9402
川端　健夫 電子部品 583-0841 羽曳野市駒ケ谷99-1 協栄加工㈱ 0729-57-0570 0729-57-0235
北口　正文 税理士 593-8327 堺市鳳中町5丁178 072-263-2219 072-266-0200
和田　直記 土地家屋調査士 594-1115 和泉市平井町366 0725-56-5588 0725-56-5588
寺田　政夫 プラスチック製品製造 592-0014 高石市綾園6-10-13 ㈲全生プラスチック 072-263-5670 072-263-6448
辻内　清一 建築板金 592-0004 高石市高師浜2-5-10 072-265-1413 072-263-5918
廣本　喜亮 林業 646-0035 田辺市中屋敷町20-20 0739-24-0392 0739-26-7307
野村　富也 肥料販売 646-0011 田辺市新庄町639 0739-24-9771 0739-26-4883
坂口　富茂 印刷 646-0051 田辺市稲成町720-9 ㈲自治会印刷所 0739-22-0520 0739-24-0789
南　尚次 食品販売 646-0033 田辺市新屋敷町45-7 ㈲みなみ食品 0739-22-5418 0739-22-2779
楠本　正明 履物販売 646-0046 田辺市本町92 0739-24-8989 0739-24-3535
坂本　安生 宝石販売 646-0031 田辺市湊678-10 ㈱エルマール･サカモト 0739-26-2600 0739-26-2611
豊田　圭郎 縫製業 585-0051 千早赤阪村千早187 0721-74-0190 0721-74-0190
壺井　勘也 環境デザイン 585-0005 河南町大宝5-3-12 0721-93-6868 0721-93-4687
父川　春雄 ゴムクローラ製造販売 586-0034 河内長野市上田町217-5 0721-63-1555 0721-63-1555
越井　康之 森林プロデュース 584-0033 富田林市富田林町23-32 0721-23-2050 0721-24-2010
佐々木　敏宏 接骨 649-6414 那賀郡打田町打田1415-6 0736-77-6087 0736-77-6531
梅田　欣嗣 内科医 649-6403 那賀郡打田町南勢田175 0736-77-7790 0736-77-7790
梶本　隆治 広告代理業 640-8227 和歌山市西汀丁17ロジェ汀 073-431-9767 073-423-9296
木谷　聡一 石材販売 640-8154 和歌山市六番丁32 073-423-8210 073-422-0126
川野　富喜子 倉庫業 640-8392 和歌山市中之島927 073-422-0712 073-422-1148
田原　サヨ子 高等学校 640-8322 和歌山市秋月198-4 073-472-7352 073-472-7352
名手　功 特別養護老人ホーム 641-0045 和歌山市堀止西2-10-9 073-425-6227
野上　泰造 測量士 640-8324 和歌山市吹屋町4-1 073-424-3726
前田　育男 住宅環境保全 641-0022 和歌山市和歌浦南3丁目10-28 073-444-1704
加百　正志 民間放送 640-8435 和歌山市古屋75-20 073-413-1347
亀井　雅幸 建設業 641-0042 和歌山市新堀東1-1-11カメイ建設(株) 073-436-3149 073-424-3059
中西　英貴 電気設備 640-8324 和歌山市吹屋町3-19-2南海電気工事（株） 073-424-6376 073-424-6378
片桐　牧 漢方薬製造 641-0022 和歌山市和歌浦南1-4-23片桐製薬 073-444-4321 073-444-2551
村上　恒夫 無線通信機器 641-0012 和歌山市紀三井寺849-3(株)サイバーリンクス 073-448-3600 073-448-3609
南方　淳一 ニット製品販売 640-8341 和歌山市黒田78 073-471-1011 073-471-4763
岩橋　正典 旅客輸送業 641-0025 和歌山市和歌浦中3-5-6 073-444-0820 073-475-0064
植田　努 自動車部品 640-8402 和歌山市野崎200-2 073-451-3737 073-451-3947
宮崎　巍 塗装工事 640-8425 和歌山市松江北1-3-9 073-455-7325 073-455-7034
保田　博 金型製造 649-6111 那賀郡桃山町最上坊田5-2 保田鉄工所 0736-66-2224 0736-66-2272
八塚　啓司 包装業 640-0332 和歌山市冬野153 073-479-0219 073-479-9020
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